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筑西市の花　春の花　なしのはな

筑西市は日本で最も古い梨の産地のひとつ。
県の銘柄産地に指定される国内有数の産地
です。梨の白い花は、清楚で気品が漂い優
しさが感じられます。市の繁栄のシンボル
としてふさわしい花です。

筑西市の花　秋の花　コスモス

可憐でありながら、倒れても立ち上がる力
強さを持つ花です。『宇宙』という意味が
あり、市の将来性と可能性を象徴していま
す。また『調和』の意味もあり、４市町合
併で誕生した筑西市をイメージできます。

筑西市の鳥　つばめ

田植え期の田園を飛び交い、躍動感を感じ
させるその姿は、筑西市の将来像にふさわ
しい鳥です。益鳥であり、幸せを呼ぶとい
われています。軒先に巣を作る姿をよく見
かけ、親近感を感じる鳥でもあります。

筑西市の木　さくら

市内の全域に数多くの品種が植栽されており、名所も多く、広く市民
に親しまれています。
春、咲き誇る姿は美しく、存在感があり、また優しさも感じられます。

　　　　　　　
会員卓話　新 井 和 雄 会員

　　　　　　　
ガ バ ナ ー 公 式 訪 問
　　　 　 高 橋 賢 吾 様
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三の丸ホテル

○水戸西ＲＣ、岩瀬ＲＣより会報受理

○青少年奉仕委員会だより受理

○財団室 NEWS 受理

○11月ロータリーレートは、１ドル112円です。

ガバナー公式訪問について
潮 田 武 彦 幹事

９：00　母子島遊水池

10：00　出迎え準備　ロータリー襷用意

10：30　Ｇ・ＡＧ到着　玄関出迎え

11：00　会長・幹事会

12：30　例会

13：50　クラブ協議会

15：00　休憩（15 分間）

16：30　親睦会（１時間程度）

職場訪問・集団メイク報告　  
百目鬼博行 職業奉仕委員長

職業奉仕委員会事業計画

活動方針

・職業上の高い倫理基準を持ち、理念の実践を

　奨励し活動する。

前例会報告     第2853回   2018/10/31（水）

会 長 挨 拶 　  永 井 啓 一 会長

今日は何の日？　ハロウィン

　キリスト教の聖人の祝日「万聖節」の前夜祭と

されています。古代ヨーロッパの原住民ケルト

族の収穫感謝祭がキリスト教に取り入れられ、

現在のハロウィンのイベントになったと言われ

ています。なぜこの時期なのかというと、ケル

ト族の１年の終わりは10月31日、この夜は死

者の霊が家族を訪ねたり、精霊や魔女が現れる

と信じられていました。

　日本のお盆に似たイベントですが、日本のよ

うに先祖が帰ってくるというよりは、若干忌ま

わしい感覚が強いです。死者の霊から身を守る

為に仮面を被り、魔除けの焚火を焚いたと言わ

れていて、それから南瓜をくり貫いて作った

ジャック・オー・ランタン（お化けカボチャ）

に蝋燭を立てる風習が定着しました。魔女やお

化けに仮装した子供達が「Trick or Treat（お菓

子くれなきゃ、いたずらするぞ）」と唱えて近く

の家を１軒ずつ訪ねるのも死者の霊がやってく

るという言い伝えが派生したものです。現代は

仮装に拍車がかかり、コスプレイベント化して

いるお祭りでもあります。

　さて、10月28日（日）母子島ダイヤモンド筑

波を見に行きました。人出は多かったです。晴

れていたのですが、雲がかかってしまい残念な

がら日の出を見ることは出来ませんでした。エ

ンドポリオと裏面が茨城国体のファイルを配ら

せていただきました。公共イメージのアップに

繋がったと思います。

　同日、下館ゴルフクラブで親睦ゴルフ大会を

行いました。優勝者は関谷会員です。薄井親睦

委員長はじめ親睦委員会の皆様、お疲れ様でし

た。鈴木会員には、特にお骨折りをいただきま

した。感謝申し上げます。

　また、来週はガバナー公式訪問ですので、出

席宜しくお願いします。

幹 事 報 告 　      潮 田 武 彦 幹事

○ＲＬＩの案内受理

　次回は、12月16日９時30分から15時まで、



創業者 ・久原房之助について

　ＪＸ金属グループ創業者である久原房之助

は、1905年（明治38年）、日立鉱山を開業し、

わずか数年で日本有数の銅山に成長させまし

た。1912年（大正元年）、久原鉱業を設立、非

鉄金属業界のトップ企業に導くとともに、国内

外の事業を拡大し、「日産コンツェルン」形成の

基盤を築きました。政界に転じた後は、逓信大

臣、立憲政友会総裁などを歴任。戦後は日中・

日ソの国交回復に尽力しました。

一山一家（いちざんいっか）の精神

　当社グループの「従業員」に対する考え方の

ルーツは、1905年の日立鉱山の創業時にまで

遡ります。日立鉱山は他の鉱山と違わず、山間

深くにありました。創業者の久原房之助は、都

市から離れた不便な場所にある鉱山での事業を

成功させるためには「従業員が安心して働ける

環境への配慮」が必要と考え、鉱山での生活水

準の向上に力を注ぎました。これが当社グルー

プの基本の考え方である「従業員尊重」の精神の

始まりです。

　久原は従業員が家族とともに生活できる環境

づくりに取り組み、住居だけでなく子供のため

の学校や病院、鉄道、娯楽施設まで含めた街づ

くりを行いました。

大煙突精神

　1905年の日立鉱山創業当時、銅の製錬に伴

い発生する亜硫酸ガスによる公害問題が深刻化

し、鉱山経営の根幹を揺るがす危機的な事態へ

と発展しました。しかしながら久原は不屈の精

神で当時世界一の高さを誇った大煙突を建設、

これが煙害問題の解決の道筋をつけることに成

功したことが、同山を日本有数の銅山たらしめ

た大きな要因となりました。

　第一竪坑は、日立鉱山開山直後の1906年２

月に開削を開始、1981年の閉山までの75年間、

鉱山の大動脈として活躍しました。

※竪坑…従業員や鉱石を運搬するために地面と

垂直に掘られた坑道のこと。ゲージと呼ばれる

乗り物に人や物を乗せ、巻揚機を使ってロープ

を上げ下げすることにより昇降を行った。

（日鉱記念館ホームページより）

活動計画

1. 毎月第１例会において「４つのテスト」を唱

　 和する

2. 全ての新クラブ会員に「４つのテスト」を配 

　 布する

3. 会員又は会員の推薦する事業所を訪問する

4. 他委員会との連携に注力する

職場訪問・集団メイクの目的

今年度活動方針に基づく活動計画

1. 職場訪問の実践～日鉱記念館見学研修

2. 他委員会との連携～出席委員会・国際奉仕委

　 員会

3. 地区方針「他クラブとの交流・連携を考えて

　 いるか」に対応～日立ＲＣへの集団メイク・     

　 国際奉仕共同事業卓話

活動項目

・日鉱記念館見学研修　参加者 14 名

「企業人が選ぶいばらきの見学スポット22」に

選ばれている

・日立ＲＣ　集団メイク、バナー交換

水戸ＲＣに次ぐ歴史あるクラブとの交流、例会

見学

・新井和雄会員卓話

日立ＲＣとの共同事業「自然災害レジリエンス

と防災教育」

日鉱記念館について

　1995年（明治38年）12月、創業者・久原房

之助は赤沢銅山を買収し、日立鉱山として開業

しました。これがＪＸ金属グループの創業です。

これは、工業都市・日立市の発展の原点であり、

また茨城県の近代鉱工業の発祥でもあります。

日立鉱山は、開業まもなく日本を代表する大銅

山へと躍進し、以来、1981年（昭和56年）の

閉山までの76年間、我が国の近代化と経済成

長に寄与してきました。そして、その事業は、

時代の要請に対応し形を変えながら、現在のＪ

Ｘ金属グループに引き継がれています。

　日鉱記念館は、1985年（昭和60年）の創業

80周年を記念し、日立鉱山跡地に建てられま

した。ＪＸ金属グループの足跡と創業者精神に

ついての理解促進、また日立市の郷土史、日本

の産業史・経済史などとの関係も深いものがある。



4つのテスト　①真実かどうか　②みんなに公平か　③好意と友情を深めるか　④みんなのためになるかどうか

＊欠席の場合は午前10時までにダイヤモンドホール（☎0296－28－8511）へご連絡下さい

卓話宜しくお願いします。

▼早瀬　浩一さん　百目鬼委員長、卓話ご苦労

様です。潮田君、報告宜しくお願いします。

▼新井　利平さん　ガバナー公式訪問を前にし

て説明ご苦労様です。

▼百目鬼博行さん　移動例会の報告をさせてい

ただきます。

▼中丸　　健さん　潮田幹事さん、百目鬼委員

長さん、今日の卓話宜しくお願いします。

▼神山　芳子さん　百目鬼会員、潮田幹事、ご

指導宜しくお願い致します。

▼堀江　　勤さん　潮田幹事、ガバナー公式訪

問ご指導お願い致します。

　百目鬼委員長、ご報告宜しくお願い致します。
▼鈴木　健一さん　潮田武彦幹事、ガバナー公

式訪問の説明宜しくお願いします。

　百目鬼会員、職業奉仕の卓話宜しくお願いし

ます。

▼木幡　　浩さん　潮田幹事、ご指導宜しくお

願いします。

　百目鬼委員長、卓話宜しくお願いします。

▼宮田　憲一さん　潮田幹事、百目鬼職業奉仕

委員長、本日は宜しくお願い致します。

本日の合計　18,000 円　　累計　387,000 円

出 席 報 告　     鈴 木 健 一 会員

■メークアップ（敬称略）

10 月 25日　東京武蔵野中央ＲＣ　神山芳子

10 月 27日　2790 地区 地区大会　神山芳子

10 月 28日　第 197 回下館ＲＣゴルフコンペ

　　　　　    永井啓一・潮田武彦・ 鈴木光則

　　　　　　 関谷　徹・新井和雄・早瀬浩一

　　　　　　 薄井章一・内山勝洋・百目鬼博行

10 月 28日　ダイヤモンドつくば　

　　　　　　 永井啓一・潮田武彦・永盛　武

　　　　　　 新井利平・木幡　浩・宮田憲一

第197回下館ＲＣゴルフコンペ開催
　平成30年10月28日（日）下館ゴルフ倶楽部

にて第197回下館ＲＣゴルフコンペが開催され

ました。優勝者は関谷徹会員でした。

スマイルＢＯＸ    潮 田 武 彦 幹事

▼永井　啓一さん　百目鬼職業奉仕委員長、卓

話宜しくお願いします。

　潮田幹事、ガバナー公式訪問打合せ宜しくお

願いします。

▼潮田　武彦さん　本日の例会で、ガバナー公

式訪問についてお話させてもらいます。宜し

くお願いします。

▼永盛　　武さん　百目鬼さん、潮田さん、卓

話宜しくお願い致します。

▼新井　和雄さん　潮田幹事、百目鬼委員長、

卓話宜しくお願いします。

▼鈴木　光則さん　潮田さん、百目鬼さん、卓

話宜しくお願いします。

▼小林　一彦さん　百目鬼さん、潮田さん、卓

話宜しくお願い致します。

▼関谷　　徹さん　潮田幹事、百目鬼委員長の

免除
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病欠

1

欠席数

8

出席数

22

会員数

31


